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平成３１年鎌ケ谷市農業委員会第１回臨時総会会議録 

 

 鎌ケ谷市農業委員会会長葛山繁隆は、平成３１年鎌ケ谷市農業委員会第１回臨時総会を鎌ケ谷市

総合福祉保健センター４階会議室において開催するにあたり、各委員を招集する。 

１ 日  時 平成３１年２月２３日（土） 午後５時００分 

 

２ 農業委員  

出席委員 １１名 

１．葛山 繁隆 委員   ２．古川 和昭 委員  ３．石原 和弘 委員 

４．鈴木 一男 委員   ５．山田 芳裕 委員  ６．奥山 喜和子委員 

７．浅海 博行 委員   ８．石井 栄一 委員  ９．時田  將  委員 

10．鈴木 有光 委員   11．川村 誠司 委員 

農地利用最適化推進委員  

出席委員  ５名 

鈴木 吉夫 委員     澁谷 好治 委員    濵田 光一 委員 

   大山  貴  委員     飯田 展久 委員 

 

３ 事務局出席者 

   事務局長 佐山 佳明 

事務局次長 浅海 一洋 

副 主 幹 小川 史江 

主任主事 山田  亮 

 

４ 会議日程 

   日程第１   会長及び委員の辞任について 

   日程第２   会長の互選について 

   日程第３   会長職務代理者の互選について（追加議案） 

 

５ 開 会     午後５時００分 

葛山 議長   ただいまの出席委員は農業委員が１１名で、推進委員は５名です。定足数に

達しておりますので、平成３１年鎌ケ谷市農業委員会第１回臨時総会を開会い

たします。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

葛山 議長   議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員に 

３番、石原和弘委員 

４番、鈴木一男委員を指名いたします。 
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  佐山 局長   議長 

  葛山 議長   佐山局長 

  佐山 局長   本日の日程第１は葛山会長に関する人事案件となります。 

          これにより、浅海会長職務代理者に議長をお願いいたします。 

          それでは、浅海会長職務代理者は議長席にお願いします。 

           （浅海議長着席） 

  浅海 議長   不慣れではございますがよろしくお願いします。 

          はじめに、会議規則第１０条の規定に基づき、１番葛山繁隆委員の退席を求

めます。 

           （葛山委員退席） 

  浅海 議長   それでは、日程第１会長及び委員の辞任について、を議題といたします。 

  浅海 議長   事務局に議案の説明をお願いします。 

  浅海 次長   議長 

  浅海 議長   浅海次長 

  浅海 次長   議案書の３ページをご覧ください。 

          日程第１会長及び委員の辞任について、を説明いたします。 

          議席番号１番、葛山繁隆委員から、平成３１年２月１８日付けで辞任願の提

出がございました。 

          会長及び委員の辞任につきましては「農業委員会等に関する法律第１３条」

の規定により、農業委員会の同意を得ることが必要とされていることから、ご

審議いただくものです。 

          なお、「農業委員会等に関する法律第１３条」の規定には、市長の同意も謳

われていることから、農業委員会の同意後、市長の同意を得てから会長及び委

員の辞任が決定することとなります。 

          また、本案件により、委員の辞任があったことについて、「鎌ケ谷市農業委

員会の委員の選任に関する要綱第８条」に基づき、今任期中における委員の選

出は行わないこととします。 

          以上です。 

  浅海 議長   それでは、質疑に入ります。 

           （「なし」との声多数あり） 

  浅海 議長   無ければ、質疑を終了いたします。 

          それでは、採決をいたします。 

          日程第１について、同意することに、ご異議のない方の挙手をお願いいたし

ます。 

           （全員挙手） 

  浅海 議長   全員賛成により、日程第１は同意されました。 

  浅海 議長   １番、葛山繁隆委員の除斥を解きます。 
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           （葛山委員着席） 

  浅海 議長   それでは、葛山会長及び委員の辞任にあたっての同意が得られましたので、

葛山委員より挨拶をいただきます。 

  葛山 委員   挨拶 

  浅海 議長   ありがとうございました。 

          葛山会長の辞任の同意が得られましたことにより、私が引き続き議長を務め

させていただきます。 

          続きまして、日程第２会長の互選を行います。 

          会長の互選につきましては、投票、指名推薦いずれの方法により行います

か。 

  石井 委員   議長 

  浅海 議長   ８番、石井栄一委員 

  石井 委員   私は、指名推薦がよろしいかと思います。 

  浅海 議長   ただいま指名推薦という発言がありましたので、お諮りいたします。 

          会長の互選の方法については指名推薦により行いたいと思います。 

          これにご異議ありませんか。 

           （「異議なし」との声あり） 

  浅海 議長   ご異議なしと認め、互選の方法は指名推薦によることに決しました。 

          お諮りいたします。 

          どなたか、推薦される方ございましたら、指名及び推薦理由を併せてお願い

いたします。 

  時田 委員   議長 

  浅海 議長   ９番、時田將委員 

  時田 委員   私は、「浅海博行委員」を会長に推薦いたします。 

          浅海委員は、５期目１４年間にわたって鎌ケ谷市農業委員の職責をまっとう

し、知識豊富で経験も豊かであります。 

          また、第２３期では会長職務代理者を務め、農業委員会を先導して来たこと

は皆さまご承知のとおりであります。 

          よって、今後は会長として農業委員会を先導していただきたく、ここに「浅

海博行委員」を会長として強く推薦するものであります。 

  浅海 議長   ただいま、９番、時田將委員から、会長に私を推薦いただくという発言があ

りましたが、これにご異議ありませんか。 

           （「異議なし」との声あり） 

  浅海 議長   ご異議なしと認め、会長に私を選任いただきました。 

  浅海 議長   それでは、会議規則第４条の規定により会長が議長となりますので、引き続

きよろしくお願いいたします。 

  佐山 局長   議長 
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  浅海 議長   佐山局長 

  佐山 局長   日程第２により、浅海職務代理者が会長に選任されましたのでご挨拶をいた

だきたいと思います。 

          よろしくお願いいたします。 

  浅海 会長   挨拶 

  佐山 局長   ありがとうございました。 

          先程、日程第２において、会長職務代理者が会長に選任されたことに伴い、

会長職務代理者の互選を行う必要が生じました。 

          これにより、日程第３会長職務代理者の互選について、を追加議案として上

程いたします。 

          なお、就任については、会長職同様に現会長の辞任をもって就任とさせてい

ただきます。 

           （日程第３資料配布） 

  浅海 議長   それでは、日程第３会長職務代理者の互選を行います。 

          会長職務代理者の互選につきまして、投票、指名推薦いずれの方法により行

いますか。 

  石井 委員   議長 

  浅海 議長   ８番、石井栄一委員 

  石井 委員   私は、会長と同様に指名推薦がよろしいかと思います。 

  浅海 議長   ただいま指名推薦という発言がありましたので、お諮りいたします。 

          会長職務代理者の互選の方法については指名推薦により行いたいと思いま

す。 

          これにご異議ありませんか。 

           （「異議なし」との声あり） 

  浅海 議長   ご異議なしと認め、互選の方法は指名推薦によることに決しました。 

          お諮りいたします。 

          どなたか、推薦される方がございましたら、指名及び推薦理由を併せてお願

いいたします。 

  山田 委員   議長 

  浅海 議長   ５番、山田芳裕委員 

  山田 委員   私は、「時田將委員」を会長職務代理者に推薦いたします。 

          時田委員は、３期目８年間にわたり農業委員を、また、第２３期からは現地

調査班長を務め、その知識、経験は豊富であります。 

          このため、会長を支える会長職務代理者として適任と思いますので推薦いた

します。 

  浅海 議長   ただいま、５番、山田芳裕委員から、会長職務代理者に９番、時田將委員を

推薦するという発言がありましたが、これにご異議ありませんか。 
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           （「異議なし」との声あり） 

  浅海 議長   ご異議なしと認め、９番、時田將委員が会長職務代理者に選任されました。 

  浅海 議長   それでは、時田会長職務代理者にご挨拶をいただきたいと思います。 

  時田職務代理者 挨拶 

  浅海 議長   ありがとうございました。 

          以上で、本日の臨時総会における議事日程は、すべて終了いたしました。 

          これをもちまして、平成３１年第１回臨時総会を閉会いたします。 

          皆様、ご苦労様でした。 

 

          

閉会  午後５時１５分 
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以上、会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため次に署名する。 

 

                   平成３１年２月２３日 

 

鎌ケ谷市農業委員会議長 浅海 博行 

 

鎌ケ谷市農業委員会委員 石原 和弘 

 

鎌ケ谷市農業委員会委員 鈴木 一男 

 


